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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークの無線ネットワーク制御装置における、送信手順に入るユーザ端
末を支援するための方法であって、前記無線ネットワーク制御装置は少なくとも１つのユ
ーザ端末とレイヤ３シグナリングを介して通信し、前記送信手順の形式がRACH手順又はCe
ll_FACH状態における拡張アップリンク手順であり、前記方法が、
　ランダムアクセスチャネル(RACH)手順に入るユーザ端末のためのタイミングに関連付け
られ、i)持続値及びii)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する第１の送信
制御パラメータセットを設定するステップ(410)と、
　Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るユーザ端末のためのタイミングに
関連付けられ、iii)持続値及びiv)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する
第２の送信制御パラメータセットを設定するステップ(420)と、
　少なくとも前記第２の送信制御パラメータセットを前記少なくとも１つのユーザ端末に
送信することにより、送信手順の形式に応じて前記少なくとも１つのユーザ端末が前記送
信手順に入るためのタイミングを制御するステップ(430)と、を有することを特徴とする
方法。
【請求項２】
　前記第２の送信制御パラメータセットがブロードキャストされることを特徴とする請求
項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記タイミングが、前記第２の送信制御パラメータセットと、前記第１の送信制御パラ
メータセットの両方を前記少なくとも１つのユーザ端末に送信することによって制御され
ることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の送信制御パラメータセットがブロードキャストされることを特徴とする請求
項３記載の方法。
【請求項５】
　無線通信ネットワークのユーザ端末における、送信手順に入るための方法であって、前
記送信手順の形式がランダムアクセスチャネル(RACH)手順又はCell_FACH状態における拡
張アップリンク手順であり、前記方法が、
　少なくとも、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るためのタイミングに
関連付けられ、i)持続値及びii)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する第
２の送信制御パラメータセットを、レイヤ３シグナリングを介して受信するステップ(440
)と、
　Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順を開始する際に、前記第２の送信制御パ
ラメータセットを用いて、前記送信手順に入るためのタイミングを得るステップ(450)と
、
　RACH手順を開始する際に、RACH手順に入るためのタイミングに関連付けられ、iii)持続
値及びiv)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する第１の送信制御パラメー
タセットを用いて、前記送信手順に入るためのタイミングを得るステップ(460)と、
　前記得られたタイミングに従って、送信手順の形式に応じて前記送信手順に入るステッ
プ(470)と、を有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記第１の送信制御パラメータセットをレイヤ３シグナリングを介して受信するステッ
プをさらに有することを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのユーザ端末(150)とレイヤ３シグナリングを介して通信するように構
成され、送信手順に入る前記少なくとも１つのユーザ端末を支援することが可能な、無線
通信ネットワークの無線ネットワーク制御装置(100)であって、前記送信手順の形式がラ
ンダムアクセスチャネル(RACH)手順又はCell_FACH状態における拡張アップリンク手順で
あり、前記無線ネットワーク制御装置が、
　ランダムアクセスチャネル(RACH)手順に入るユーザ端末のためのタイミングに関連付け
られ、i)持続値及びii)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する第１の送信
制御パラメータセットを設定する手段(101)と、
　Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るユーザ端末のためのタイミングに
関連付けられ、iii)持続値及びiv)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する
第２の送信制御パラメータセットを設定する手段(101)と、
　前記送信手順の形式に応じて前記少なくとも１つのユーザ端末が前記送信手順に入るた
めのタイミングを制御する制御部(102)であって、前記タイミングを制御するために少な
くとも前記第２の送信制御パラメータセットを前記少なくとも１つのユーザ端末に送信す
るように構成された制御部と、を有することを特徴とする無線ネットワーク制御装置。
【請求項８】
　前記制御部が、前記タイミングを制御するために前記第２の送信制御パラメータセット
と前記第１の送信制御パラメータセットの両方を前記少なくとも１つのユーザ端末に送信
するように構成されることを特徴とする請求項７記載の無線ネットワーク制御装置。
【請求項９】
　送信手順に入ることが可能な、無線通信ネットワークのユーザ端末(150)であって、前
記送信手順の形式がランダムアクセスチャネル(RACH)手順又はCell_FACH状態における拡
張アップリンク手順であり、ユーザ端末が、
　少なくとも、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るためのタイミングに



(3) JP 5231575 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

関連付けられ、iii)持続値及びiv)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する
第２の送信制御パラメータセットを、レイヤ３シグナリングを介して受信する手段(151)
と、
　Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順を開始する際に、前記第２の送信制御パ
ラメータセットを用いて、前記送信手順に入るためのタイミングを得る手段(152)と、
　RACH手順を開始する際に、RACH手順に入るためのタイミングに関連付けられ、i)持続値
及びii)バックオフ時間パラメータの少なくとも１つを有する第１の送信制御パラメータ
セットを用いて、前記送信手順に入るためのタイミングを得る手段(152)と、
　前記得られたタイミングに従って、送信手順の形式に応じて前記送信手順に入る手段(1
53)と、を有することを特徴とするユーザ端末。
【請求項１０】
　前記受信する手段が、前記第１の送信制御パラメータセットをレイヤ３シグナリングを
介して受信するように構成されることを特徴とする請求項９記載のユーザ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムにおける方法及び装置に関し、特にはユーザ端末がアップリ
ンク送信手順に入るためのタイミングを制御するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代(3G)システムもしくは広帯域符号分割多元アクセス(WCDMA)システムとも呼ば
れるUMTS (Universal Mobile Telecommunication System)は、GSMの後を継ぐために策定
されている。UMTS地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)は、UMTSシステムの無線アクセ
スネットワークである。
【０００３】
　高速ダウンリンクパケットアクセス(HSPDA)は、システム及びエンドユーザの性能の両
方に関し、パケットデータサービスの提供についてさらなる拡張をもたらす、UTRANの進
化である。HSDPAのダウンリンクパケットデータ拡張は、高速アップリンクパケットアク
セス(HSUPA)としても知られる拡張アップリンク(EUL)によって補われる。EULは、より早
いデータレート、削減されたレイテンシ、及び改善されたシステム容量によって、アップ
リンクの能力及びシステムキャパシティにおける改善を提供し、従って必然的にHSDPAを
補完する。HSDPA及びEULはまとめて高速パケットアクセス(HSPA)と呼ばれることも多い。
【０００４】
　図１は、UTRANのような無線アクセスネットワークを含んだ、HSPAシステムのような無
線通信システムを示している。UTRANアーキテクチャは、１つ以上の無線ネットワーク制
御装置(RNC)１００に接続される少なくとも１つの無線基地局(Node B)１３０を有する。U
TRANはインタフェースを介してコアネットワーク(CN)１２０と接続される。UTRAN及びＣ
Ｎ１２０は、複数のユーザ端末(UE)１５０に通信及び制御を提供する。複数のＵＥ１５０
は少なくとも１つのNode B１３０と無線によって接続され、ダウンリンク及びアップリン
クチャネル上で互いに通信する。
【０００５】
　UTRANにおいて、専用のトランスポートチャネルは個別チャネル(DCH)と呼ばれる。DCH
は、特定のUEと上位レイヤとの間における、実際のサービスについてのデータや上位レイ
ヤ制御情報を含む全ての情報を搬送する。HSPAを用いるUTRANにおいて、HSPA拡張は新た
な個別トランスポートチャネルを通じて実装される。HSDPA用の高速ダウンリンク共有チ
ャネル(HS-DSCH)及びEUL用の拡張個別チャネル(E-DCH)である。
【０００６】
　パケットデータはバースト的に送信されることが多い。そのため、間欠的な送信アクテ
ィビティ期間と、送信アクティビティのない期間とが存在する。ユーザ性能の観点からは
、HS-DSCH及びE-DCHがいかなるユーザデータも素速く送信できるように構成されることを
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維持するのが望ましい。同時に、アップリンク及びダウンリンクにおけるコネクションの
維持にはコストがかかる。ネットワークの観点からは、データ送信が無くても、制御デー
タ送信からのアップリンク干渉のコストが存在する。UEの観点からは、電力消費が最大の
関心事である。データを受信しないときも、UEは制御データを送信したり監視したりする
必要がある。UEの電力消費を削減するため、UMTS/WCDMAはUEが使用している物理チャネル
の種類を規定するいくつかの接続モード状態を有している。この状態はCEll_DCH２２０、
Cell_FACH２１０及びCell_PCH/URA_PCH２００であり、起こりうる状態変化を示す矢印と
共に図２に模式的に示している。
【０００７】
　UEが２つある呼び出し状態のうちCell_PCH/URA_PCH２００にあるとき、最小の電力消費
となる。高い送信アクティビティ状態はCell_DCH２２０として知られている。この状態で
は、個別物理チャネルがUEに割り当てられ、UEはネットワークとのデータ交換に例えばHS
-DSCH及びE-DCHを用いることができる。この状態は大量のユーザデータの急速な送信を可
能とするが、UEの電力消費は最も高くなる。UEの電池を浪費しないよう、所定期間送信ア
クティビティがなければUEはCell_FACH２１０状態に切り替えられる。Cell_FACH２１０状
態において、UEはランダムアクセスチャネル(RACH)上のランダムアクセス手順の一部とし
て少量のパケットデータを送信することができる。UEはまた、ネットワークからの少量の
ユーザデータ及び無線リソース制御(RRC)シグナリングについて、共通ダウンリンクチャ
ネル（フォワードアクセスチャネル(FACH)）を監視する
【０００８】
　RACHは、コネクションの設定要求のような、UEからの制御情報を搬送するために用いる
ことを意図したアップリンクトランスポートチャネルである。RACHは物理ランダムアクセ
スチャネル(PRACH)上にマッピングされる。上述の通り、RACH手順はCell_FACH状態におい
てUEからネットワークに少量のパケットデータを送信するためにも用いることができる。
【０００９】
　以下では、3GPP（第３世代パートナシッププロジェクト）技術仕様TS 25.321に記述さ
れているような、RACH手順における送信を制御するためのレイヤ２(L2)媒体アクセス制御
(MAC)を概説する。RACH送信はUE MACサブレイヤ（以下、UE(MAC)と呼ぶ）によって制御さ
れる。UE(MAC)は、無線リソース制御(RRC)から以下のRACH送信制御パラメータを受信する
：
　- 一式のアクセスサービスクラス(ASC)パラメータ。各ASCについて、ｉ＝０...NumASC
のPRACHパーティションの識別子と、持続値(persistence value) Pi（送信確率）とを含
む。
　- プリアンブルランピングサイクルの最大値Mmax
　- タイマ用のバックオフ間隔の範囲TBO1。送信時間(10ms)の数で与えられ、NBO1maxとN
BO1minの間の値を取る。
【００１０】
　送信すべきデータが存在する際、UE(MAC)は利用可能な一式のASCから、所定のPRACHパ
ーティションの識別子iと関連する持続値Piを有するASCを選択する。持続値Pi（持続テス
トで用いられる）に基づいて、UEは、現在の送信時間間隔(TTI)にレイヤ1(L1)PRACH送信
手順に入るかどうかを決定する。送信が許されない場合、新たな持続テストが次のTTIで
実行され、持続テストは送信が許されるまで繰り返される。送信が許されると、プリアン
ブル電力ランピングサイクルから始まるPRACH送信手順に入る。そして、UE(MAC)はＬ１か
らのアクセス情報を待機する。
【００１１】
　プリアンブルが補足表示チャネル(AICH)上で肯定応答されると、Ｌ１アクセス情報が「
データ送信準備完了」のパラメータ値とともにUE(MAC)に通知される。そして、データ送
信が要求され、Ｌ１仕様に従ったPRACHメッセージパートの送信によりPRACH送信手順が完
了する。プリアンブル再送信の最大回数に達してもAICH上で肯定応答が受信されない場合
、次のTTIで新たな持続テストが実行される。タイマT2は２つの連続する持続テストの間
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隔が少なくとも10msとなることを保証する。
【００１２】
　AICH上で否定応答が受信された場合、バックオフタイマTBO1がスタートする。タイマの
終了後、持続テストが再び実行される。バックオフタイマTBO1は、10msの時間間隔の整数
NBO1倍（０＜NBO1min≦NBO1≦NBO1maxの範囲から無作為に（均一な分布で）選択される）
に設定される。NBO1min及びNBO1maxは、一定の遅延が望ましい場合には等しく設定されて
よく、持続テストに起因した遅延以外の遅延は無いことが望ましければゼロに設定されて
も良い。
【００１３】
　持続テストの実行前に、RRCから新たなRACH送信制御パラメータが受信されていないか
をチェックし、RACH送信制御パラメータの最新セットを適用するべきである。プリアンブ
ルランピングサイクルの最大値Mmaxを超えた場合、上位レイヤにRACH送信の失敗が報告さ
れるべきである。
【００１４】
　送信手順に入る際、必要な送信電力についての正確な知見がないため、RACH手順は遠近
問題に対処する必要がある。上述したように、これは電力ランピングを用いたプリアンブ
ル送信手順を用いて解決される。以下では、図３ａを参照して、RACH手順のUEが行う工程
の要約を説明する。
【００１５】
　UEは、送信制御パラメータだけでなく、利用可能なRACHサブチャネルとその拡散符号及
びシグネチャを見つけるため、報知チャネル３０１を復号する（前述）。持続値Piに基づ
いて、UEは現在のTTIで送信手順に入るかどうかを決定する。この、所謂持続テスト３０
２について、以下でより詳細に説明する。持続テストが送信を許可すれば（３０３／ＹＥ
Ｓ）、UEはRACHサブチャネルの１つを無作為に選択する。持続テストが送信を許可しなけ
れば（３０３／ＮＯ）、UEは新たな持続テスト３０２を実行する前に次のTTIを待つ必要
がある。これは送信が許可されるまで繰り返される。
【００１６】
　ダウンリンク電力レベルが測定され、この測定に基づいて（開ループ電力制御に従って
）初期RACH電力が設定される（３０４）。最初のプリアンブルが送信される（３０５）。
UEは、Node Bがプリアンブルを検出したかどうかを調べるため、補足表示チャネル(AICH)
を復号する（３０６）。AICHが検出されない場合（３０６／ＮＯ）、UEはNode Bによって
与えられた単位(step)だけプリアンブル送信電力を増加させる（３０４）。次の利用可能
なタイムスロットで、プリアンブルが再送される（３０５）。プリアンブルの最大数に達
した場合、新たな持続テスト３０２が実行される。
【００１７】
　Node Bからの肯定応答(ACK)がAICH上で検出されると（３０６／ＡＣＫ）、UEはRACH送
信のメッセージパートを送信する（３０７）。ブロッキング状態（例えば２つのUEが同時
にコネクションを要求している）の場合、Node BはAICH上でUEの１つにNACKを送信するで
あろう（３０６／ＮＡＣＫ）。これにより、UEをRACH手順から出させ、タイマTBO1によっ
て制御される所定の遅延（３０８）後に再度手順に入るようにする。タイマの終了後、UE
が手順に再度入ることが許可されるかどうかをチェックするため、新たな持続テスト３０
２が実行される。
【００１８】
　上述したように、持続テスト３０２の間、UEは０から１の間の乱数値を生成し、この値
が持続値Piで与えられる間隔の範囲内かどうかチェックする。持続値Piで規定される閾値
未満の乱数値を生成するUEは、RACH手順を開始することを許可されるであろう。持続値パ
ラメータを設定することにより、UEがプリアンブル送信手順に入る確率を制御することが
できる。一例として、持続値が0.9に設定されているとすると、90%の確率でUEはRACH手順
を開始し、これは遅延が概して非常に短いことを意味する。一方、持続値が0.1の場合、U
Eは手順を開始できる確率は10%に過ぎず、概してより長い遅延を与える。
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【００１９】
　図３ｂを参照して、RACH手順におけるネットワークの工程を説明する。RNCは、送信制
御パラメータを設定し、それをレイヤ３シグナリングを介して送信する。Node Bは利用可
能なRACHサブチャネルとその拡散符号並びにシグネチャ、さらには送信制御パラメータを
報知する（３１１）。必要とされるプリアンブル送信電力レベルにUEが達すると、Node B
はプリアンブルを受信するであろう（３１２）。Node Bは利用可能なリソースをチェック
し（３１３）、リソースが利用可能であれば（３１３／ＹＥＳ）、ＡＣＫ及びリソース割
り当てを送信する（３１４）。RACH送信のメッセージパートを受信（３１５）した後、リ
ソースはNode Bによって解放される（３１６）。利用可能なリソースのチェックが否定さ
れた場合（３１３／ＮＯ）、ＮＡＣＫが代わりにAICH上で送信されるであろう。
【００２０】
　3GPPにおいて、Cell_FACH状態での拡張アップリンクにおける送信手順が検討され、(上
述したような）通常のRACH手順と同様の送信制御パラメータを用いる電力ランピングを用
いたプリアンブル送信手順を利用すること、またEULリソースをUEに知らせる特定のAICH
又はEUL AICH(E-AICH)シーケンスを用いることで合意された。この手順を、以下、Cell_F
ACH状態における拡張アップリンク手順と呼ぶ。
【００２１】
　この方法の問題点は、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順においてUEがEULリ
ソースにアクセスするための遅延が、RACH手順においてUEが通常のULリソースにアクセス
するための遅延と同一なことである。これら２つの手順は非常に異なる目的を果たすもの
であるため、同一の遅延は準最適なCell_FACH状態における拡張アップリンク手順の性能
を与えるであろう。Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順についての遅延を削減
するための方法が3GPPで検討され、ＮＡＣＫの前の最後のプリアンブル送信の電力レベル
もしくは、ＮＡＣＫの前の最後のプリアンブル送信の電力レベルから小さな電力バックオ
フを減じた電力レベルを用いてプリアンブル送信に再度入ることが提案されている。
【発明の概要】
【００２２】
　本発明の目的は、上述した問題点を取り除き、Cell_FACH状態における拡張アップリン
ク手順において、EULリソースにアクセスするUEの遅延削減を可能とする方法及び装置を
提供することにある。
【００２３】
　この目的は、Cell_FACH状態における拡張アップリンクにおいて送信手順に入る（又は
再度入る）タイミングが、この送信手順に特化して規定された送信制御パラメータを用い
て制御される解決方法によって実現される。従って、UEは、送信手順に入る際、送信手順
の形式に応じて送信制御パラメータを選択する。
【００２４】
　従って、本発明の第１の見地によれば、無線通信ネットワークの無線ネットワーク制御
装置における、送信手順に入るUEをサポートするための方法が提供される。無線ネットワ
ーク制御装置はレイヤ３シグナリングを介して少なくとも１つのUEと通信する。送信手順
の形式はRACH手順又はCell_FACH状態における拡張アップリンク手順である。方法におい
て、RACH手順に入るUEのためのタイミングに関連付けられた第１の送信制御パラメータセ
ットが設定される。さらに、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るUEのた
めのタイミングに関連付けられた第２の送信制御パラメータセットが設定される。UEが送
信手順に入るためのタイミングは、少なくとも第２の送信制御パラメータセットを少なく
とも１つのUEに送信することにより、送信手順の形式に応じて制御される。
【００２５】
　本発明の第２の見地によれば、無線通信ネットワークのUEにおける、送信手順に入るた
めの方法が提供される。送信手順の形式はRACH手順又はCell_FACH状態における拡張アッ
プリンク手順である。方法において、少なくとも第２の送信制御パラメータセットがレイ
ヤ３シグナリングを介して受信され、この第２の送信制御パラメータセットはCell_FACH
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状態における拡張アップリンク手順に入るためのタイミングに関連付けられている。さら
に、第２の送信制御パラメータセットを用いる送信手順に入るためのタイミングが、Cell
_FACH状態における拡張アップリンク手順を開始する際に得られ、RACH手順に入るための
タイミングに関連付けられた第１の送信制御パラメータセットを用いる送信手順に入るた
めのタイミングが、RACH手順を開始する際に得られる。方法において、得られたタイミン
グに従い、送信手順の形式に応じて送信手順が開始される。
【００２６】
　本発明の第３の見地によれば、無線通信ネットワークの無線ネットワーク制御装置が提
供される。無線ネットワーク制御装置は、少なくとも１つのUEとレイヤ３シグナリングを
介して通信するように構成され、送信手順に入るUEをサポートすることが可能である。送
信手順の形式はRACH手順又はCell_FACH状態における拡張アップリンク手順である。無線
ネットワーク制御装置は、RACH手順に入るUEのためのタイミングに関連付けられた第１の
送信制御パラメータセットを設定する手段を有する。さらに、無線ネットワーク制御装置
は、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るUEのためのタイミングに関連付
けられた第２の送信制御パラメータセットを設定する手段を有する。無線ネットワーク制
御装置はさらに、送信手順の形式に応じて少なくとも１つのUEが送信手順に入るためのタ
イミングを制御する制御部を有する。制御部はまた、タイミングを制御するために、第２
の送信制御パラメータセットを少なくとも１つのUEに送信するように構成される。
【００２７】
　本発明の第４の見地によれば、無線通信ネットワークのUEであって、送信手順に入るこ
とのできるUEが提供される。送信手順の形式はRACH手順又はCell_FACH状態における拡張
アップリンク手順である。UEは、レイヤ３シグナリングを介して、Cell_FACH状態におけ
る拡張アップリンク手順に入るためのタイミングに関連付けられている第２の送信制御パ
ラメータセットを少なくとも受信する手段と、Cell_FACH状態における拡張アップリンク
手順を開始する際に、第２の送信制御パラメータセットを用いて、送信手順に入るための
タイミングを得る手段とを有することを特徴とする。UEはさらに、RACH手順を開始する際
に、RACH手順に入るためのタイミングに関連付けられている第１の送信制御パラメータセ
ットを用いて、送信手順に入るためのタイミングを得る手段を有する。UEはさらに、得ら
れたタイミングに従い、送信手順の形式に応じて送信手順を開始する手段を有する。
【００２８】
　本発明の実施形態による１つの利点は、Cell_FACH状態における拡張アップリンク用の
送信手順に入る前の遅延と、（NACKを受信した際に）手順を出てから再度手順に入るまで
の遅延とを、RACH手順における対応する遅延と比較して削減可能なことである。従って、
送信手順においてEULリソースにアクセスするために要する時間は、RACH手順に必要な時
間とは無関係に、常にCell_FACH状態における拡張アップリンク手順に最適化されてよい
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明を実施可能なUTRANの一部を模式的に示す図である。
【図２】UMTS/WCDMAにおけるUEの、様々な接続モード状態を模式的に示す図である。
【図３ａ】従来のRACH手順においてUEが行う工程とネットワークが行う工程とをそれぞれ
示したフローチャートである。
【図３ｂ】従来のRACH手順においてUEが行う工程とネットワークが行う工程とをそれぞれ
示したフローチャートである。
【図４ａ】本発明の実施形態に係るRNC及びUEにおける方法をそれぞれ説明するフローチ
ャートである。
【図４ｂ】本発明の実施形態に係るRNC及びUEにおける方法をそれぞれ説明するフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施形態に係るRNC及びUEを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　以下、本発明を、ある実施形態と添付図面に関してより詳細に説明する。本発明の完全
な理解を提供するため、限定ではなく説明を目的として、特定のシナリオ、技術等の具体
的な詳細を説明する。しかし、本技術分野に属する当業者は、これらの具体的な詳細とは
異なる他の実施形態において本発明を実施可能であることを理解するであろう。
【００３１】
　さらに、本技術分野の当業者は、以下に説明する機能及び手段が、プログラムされたマ
イクロプロセッサ又は汎用コンピュータとともにソフトウェア的に、及び／又は特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いて、実施可能であることを理解するであろう。本発明を
主に方法及び装置の形態で説明するが、本発明はコンピュータプログラムや、コンピュー
タプロセッサとそれに接続されたメモリであって、本明細書に開示する機能を実行するこ
とのできる１つ以上のプログラムがコード化されたメモリとを有するシステムでも実施可
能であることが理解されよう。
【００３２】
　本明細書において本発明は特定の例示的なシナリオに関して説明される。特に、本発明
は、非限定的な一般的な意味においてHSPA無線通信システムに関して説明される。本発明
及びその例示的な実施形態は、送信手順に関し、HSPAと似た特性を有する他の型式の無線
通信システムにも適用可能であることに留意されたい。
【００３３】
　上述の通り、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順において、NACKの後に再びE
ULリソースにアクセスするためのUEの遅延がどのようにして削減されるかを論じてきた。
例えば、ＮＡＣＫの前の最後のプリアンブル送信の電力レベル、もしくはＮＡＣＫの前の
最後のプリアンブル送信の電力レベルから小さな電力バックオフを減じた電力レベルを用
いてプリアンブル送信に再度入ることが提案されている。しかし、UEについての実際の総
遅延、すなわち既存のCell_FACH状態における拡張アップリンク手順を出てからNode Bに
おいてプリアンブルが正しく受信される時点までの計数結果は、電力ランプリング段階に
おいてプリアンブルを送信するための時間以外も含んでいる。その計数結果は、プリアン
ブル送信手順が実際に開始されて最初のプリアンブルが送信される前に使われた時間も含
んでいる。
【００３４】
　最初のプリアンブル送信のタイミング（手順に最初に入る場合も、再度入る場合も）は
、さまざまな送信制御パラメータによって制御される。これらのパラメータはRNCによっ
て設定され、レイヤ３シグナリングを介し、Node Bを通じてUEへ知らされる。そのような
パラメータの１つは持続テストに用いられる持続値パラメータであり、RACH手順について
上述したように、手順に入ったり再度入ったりするタイミングに影響を与える。別のパラ
メータは、バックオフ間隔の範囲を規定するバックオフ時間パラメータである。この範囲
は、上述したように、バックオフタイマTBO1を何に設定したらよいかを判定する際に用い
られる。タイマTBO1はNACK後に手順に再度入るタイミングに影響を与える。
【００３５】
　本発明における基本的なアイデアは、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に
おいてUEがEULリソースにアクセスするための遅延を削減するために、Cell_FACH状態にお
ける拡張アップリンク手順用の上述した送信制御パラメータに、特別に規定した値を用い
ることである。RACH手順に用いられる送信制御パラメータは、Cell_FACH状態における拡
張アップリンク手順には適合されておらず、そのため、Cell_FACH状態における拡張アッ
プリンク手順を最適化するにはそのための別個のパラメータが必要である。そのため本発
明の実施形態においてRNCは、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順パラメータを
別個に設定する。このパラメータは全てのUEにブロードキャストされるか、個別の(dedic
ated)UEに送信される。
【００３６】
　本発明の一例によれば、RACH手順及びCell_FACH状態における拡張アップリンク手順に
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入るタイミング及び再度入るタイミングを個別に制御するために、RNCはRACH手順に用い
るための（１つ以上の）送信制御パラメータの第１のセットを設定するのみならず、Cell
_FACH状態における拡張アップリンク手順に用いるための（１つ以上の）送信制御パラメ
ータの第２のセットを設定する。パラメータの第２セットのみ、あるいはパラメータの第
１及び第２セットの両方が、無線リソース制御(RRC)シグナリングを用いて、Node Bを介
してUEへ透過的に通知される。上述したように、パラメータは全UEにブロードキャストさ
れてもよい。
【００３７】
　本発明の第１の実施形態において、第２の送信制御パラメータセットは、持続値パラメ
ータのみを有する。従って、この実施形態においては、Cell_FACH状態における拡張アッ
プリンク手順に入るタイミング又は再度入るタイミングの制御に用いられるべき別個の持
続値Pi,ENHANCED UPLINK IN CELL FACH STATEが存在するであろう。（上述したように）U
Eが持続値未満で値を無作為に生成する確率が増えるため、より高い持続値を設定すれば
、UEはCell_FACH状態における拡張アップリンク手順により早く入る／再度入るであろう
。
【００３８】
　第２の実施形態において、第２の送信制御パラメータセットはバックオフ時間パラメー
タのみを有する。この実施形態においては、（上述したように）NBO1間隔の範囲を規定す
る最小及び最大値(NBO1min及びNBO1max)を有し、Cell_FACH状態における拡張アップリン
ク手順に用いるバックオフタイマTBO1を設定する際に用いられる別個のバックオフ時間パ
ラメータが存在するであろう。NBO1min及びNBO1maxの値をゼロに設定することで、タイマ
TBO1が常にゼロに設定されるため、例えばUEは手順に再度入る際に新たな持続テストをよ
り早く実行するであろう
【００３９】
　第３の実施形態において、第２の送信制御パラメータセットは持続値パラメータとバッ
クオフ時間パラメータの両方を有する。これは上述した第１及び第２の実施形態の組み合
わせであり、例えばより高い持続値の利用と、適合されたバックオフ時間パラメータの利
用との両方により、手順に入るタイミングを制御することを可能にする。
【００４０】
　図４ａは、本発明の実施形態に係る、RNCのための方法のフローチャートである。ステ
ップ４１０において、RNCは、RACH手順に入るUEのためのタイミングに関連付けられた第
１の送信制御パラメータセットを設定する。この第１のパラメータセットは、持続値パラ
メータ又はバックオフ時間パラメータ、あるいはその両方を有することができる。さらに
、RNCは、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るUEのためのタイミングに関
連付けられた第２の送信制御パラメータセットを設定する（ステップ４２０）。この第２
のパラメータセットもまた、持続値パラメータ又はバックオフ時間パラメータ、あるいは
その両方を有することができ（上述の第１、第２及び第３の実施形態の説明を参照）、第
１のセットと同じパラメータのセットを有する必要はない。そして、RNCは、少なくとも
第２の送信制御パラメータセットをUEに送信することにより、UEが送信手順に入るタイミ
ングを送信手順の形式に応じて制御する（ステップ４３０）。Cell_FACH状態における拡
張アップリンク手順における送信のタイミングは、RACH手順における送信のタイミングと
は独立して、第２のパラメータセットに基づいて制御される。
【００４１】
　図４ｂは、本発明の実施形態に係る、UEのための方法のフローチャートである。ステッ
プ４４０において、UEは、少なくとも、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に
入るためのタイミングに関連付けられている第２の送信制御パラメータセットを、レイヤ
３シグナリング(RRC)を介してRNCから受信する。UEは、Cell_FACH状態における拡張アッ
プリンク手順を開始する際に、この第２の送信制御パラメータセットを用いて、送信手順
に入るタイミングを得る（ステップ４５０）。この第２のパラメータセットが持続値パラ
メータを有する場合、いつ送信手順に入るべきかを見出すために、UEはそれをプリアンブ
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におけるステップ３０２，３０３に対応する）。第２のパラメータセットがさらにバック
オフ時間パラメータを有する場合、UEはこのパラメータをTBO1タイマの設定、すなわちCe
ll_FACH状態における拡張アップリンク手順にいつ再度入るべきかを見出すために用いる
であろう（TBO1タイマの満了及び持続テストによる遅延は図３ａにおけるステップ３０８
，３０２，３０３に対応する）。UEはさらに、RACH手順を開始する際に、RACH手順に入る
ためのタイミングに関連付けられている第１の送信制御パラメータセットを用いて、送信
手順に入るためのタイミングを得る（ステップ４６０）。最後にUEは、得られたタイミン
グに従って、関連する送信手順に実際に入るであろう（ステップ４７０）。例えば、RACH
手順に用いるよりも高い持続値をCell_FACH状態における拡張アップリンク手順で用いる
ことで、UEは通常の個別チャネルリソースよりも拡張アップリンクリソースにより早くア
クセスするであろう。
【００４２】
　図５に模式的に示した本発明の実施形態によれば、RNC１００はRACH手順に入るUEのた
めのタイミングに関連付けられた第１の送信制御パラメータセットを設定する手段１０１
と、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順に入るUEのためのタイミングに関連付
けられた第２の送信制御パラメータセットを設定するための手段１０１とを有する。RNC
１００はさらに、送信手順の形式に応じてUEが送信手順に入るタイミングを制御する制御
部１０２を有する。制御部１０２はまた、タイミングを制御するために、第２の送信制御
パラメータセットを少なくとも１つのUEに送信するように構成される。
【００４３】
　図５にはUE１５０も示されている。UE１５０は、Cell_FACH状態における拡張アップリ
ンク手順に入るためのタイミングに関連付けられた第２の送信制御パラメータセットを、
レイヤ３シグナリングを介して受信する受信機１５１を有している。UE１５０はさらに、
第２の送信制御パラメータセットを用い、送信手順に入るためのタイミングを得る手段１
５２を有している。これは、Cell_FACH状態における拡張アップリンク手順を開始する際
に用いられる。UEはさらに、RACH手順に入るためのタイミングに関連付けられている第１
の送信制御パラメータセットを用いて、送信手順に入るためのタイミングを得る手段１５
２を有する。これは、RACH手順を開始する際に用いられる。最後に、UEは、得られたタイ
ミングに従い、送信手順の形式に応じて送信手順を開始する手段１５３を有する。
【００４４】
　図５に示した手段は、プログラムされたマイクロプロセッサ又は汎用コンピュータとと
もにソフトウェア機能を用いる物理的又は論理的エンティテイによって、及び／又は特定
用途向け集積回路(ASIC)を用いることによって実施することができる。
【００４５】
　上述した実施形態は単に例として提供されたものであり、本発明を限定しない。添付の
請求項において請求されているような本発明の範囲、に含まれる他の解決方法、使用方法
、目的及び機能は、本技術分野に属する当業者にとって明らかであろう。
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